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平成26年度　教育問題対策委員会アンケート「土曜授業プランについて」_自由回
答オリジナル 
 
 
【7】土曜授業プランのメリット・デメリット（自由回答） 
メリットには「授業時間が増えることによる学力向上」「学校があることで生活が規則正
しくなる」「子供の様子がよくわかる」いている親も参加しやすい」を挙げる人が多い傾
向があります。 
デメリットには「実際には授業数は増えていない」「塾や習い事、クラブ活動など学校以
外の活動に影響」「家族の時間が減る」などを挙げる人が多くみられました。 
 
 
メリット  デメリット 

学力向上に繋がるであろう  常に第何土曜日と確定していない 

休みだからとダラけることなく規則正しい生活を送れ
る  習い事などの予定を変更しなくてはいけない 

働いてる父兄が参観し易い 

・先生の負担が増す・また、そのしわ寄せが子供たち
にいってしまうこと・土日にしっかり休息を取ること
を家族で楽しみにしていたのに、それが出来ない・土
曜授業の日程が他校と合わないので、他校の友達と遊
び辛い 

学力の低い子供の底上げになったり、より多くの事を
学ぶことが出来るので多くの子供にはメリットになる
と思います。 

 

 
デメリットになるのかはわかりませんが先生方の負担
は増える事にはなると思います。 

 

土曜プランと言っても授業時間数が増えるというよ
り、行事に費やされている感じがある。夏休みの分を
土曜プランへ回すのであれば、もう少し通常授業の時
間数も増えた方がよいと思う。" 

土曜日の授業はいいとは思う  夏休みが長い。 

授業数の増加、学力向上  土日の試合や習い事への影響 

自分たちは土曜日学校で、育ってるので異和感ない。
土よう日仕事なので学校だといい。夏休みにがっつり
やりたいことできる 

 

授業公開が組み込まれているので、授業参観の回数が
多く参観しやすい(どれかは行ける)。保護者向けのイ
ベントを組み込みやすい。夏休みが長い方がプランを
くみやすい 

子供のリズムが狂っているようです。土曜授業がある
週は疲れていると感じます 

 

学校公開が、ほとんど土曜日になってしまったので、
平日しか見にこられない方は、なかなか見学にこられ
ないのではないのかなと、思いました。 

メリットは、夏休みが長くなった。 
デメリットは、土曜日の習い事は1カ月通しでいけな
くなった。そんなに影響はないですが。 

メリット→夏休みが長くなった！ 
デメリット→土曜日に習い事を入れていたが、学校の
日は行かれなくなった。" 

メリット…土曜も学校へ行ってくれるので、親は休め
る。子供の学校での様子をみれる。 

デメリット…子供が疲れる。仕事をしている親は全部
は見にいけない。 
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・子供の学力向上が期待出来る。・学校側が学校公開
日にしてくれており、今まで以上に見学出来るように
なった。  ～特に思い当たらない～ 

夏休みが増える  家族で旅行などにいけない" 

授業日数が足らないため、なかなか子供たちの中でも
ついていける子どもと、ついていけない子どもがいる
ので、土曜授業プランは、良いと想います。 

 

メリット，デメリットは家庭の事情次第だと私は思い
ます。受験を考えないご家庭にとっては 授業時間が増 
え 学校での勉強内容が充実できたら嬉しいと思いま 
す。 

塾などに通っている人も多く その人達にとっては、受 
験勉強の為に土日の休みは とても大事かと思います。 

土曜プランにあわせて、授業参観になることが多く、
子どもの様子を良く見ることができ、良かった。  土曜日の習い事が出来ないことがあった。 

補習授業で、少人数の対応を行うことは、学力向上の
底上げには効果があるのではないか。  土曜日の習い事に制約が出る。 

休日として過ごしていた一日にメリハリがつき、有意
義に過ごせる。「土曜授業プラン」の授業と学校公開
を絡めず、土曜日も通常通りに授業をしてもらいた
い。 

三時間しかないので、できたら四時間くらいやっても
らいたい。土曜日参観と授業プランを、かぶせている
から働く親は見にきやすい。" 

 
三時間しかないので、できたら四時間くらいやっても
らいたい。 

授業時間数に余裕がもてるのでは 
夏休みが増えたので実際は授業時間数に余裕がもてる
ようになったのかどうか確認したい。 

 
平日の授業の負担を減らすべきではないか。特に低学
年。 

 

デメリットとして、土日に行うスポーツのチームに
入っていた場合、その活動に参加できなくなる場合が
ある。 

メリット:毎月のように土曜プランがあることで、子ど
もの様子が頻繁に見られ、先生方とお話しできる機会
も増えた。わざわざ学校に出向くほどではないが、話
すことで安心感が得られることもある。休み時間に子
ども同士の関わりも見られる。  デメリット:あまり感じない。 

・規則正しい生活ができる・お父さんも参観できる  ・特になし 

ほどんど毎月学校公開があるので毎回行かなくても次
の時に時でもと思えるのでありがたい。個人的にはた
まに平日にしてもらえるとありがたい 

 

 
家族でのんびり出かけられる貴重な日なので、土曜日
は休みにしてほしい。夏休みは短くていいです 

メリット授業参観ができる。   

メリットは 学校公開が土曜に増えて父親や働いている 
母親が子供の様子を見る機会が増えた事 

デメリットは せっかく定着してきた夏休みの終了が変 
わった事 

授業時間の確保がされる 
半日登校とはいえ振替日がないので低学年は体力的に
心配" 

土曜日なので学校公開に行きやすい。じじばばも来れ
る。  子どもたちが休む時間がなくなる。" 

①セーフティ教室や道徳地区公開講座などが土曜に移
行し、参加できるようになった。②単純に、仕事が休
みなので、学校へ行って授業を見ることが出来る。 

①幼稚園・保育園の団体で参観出来なくなった。以前
は、いくつかの小学校へお邪魔していたようなので
（自分の子供が）②参観日後に、運営委員会と役員会
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をするようになり、丸一日掛けて打合せが出来ず、や
りずらい。③サッカーや野球クラブ（外部）の試合を
土曜に組みづらくなった。 

夏休みが長くなり、家族旅行などの計画ができ子供と
一緒の時間が、より多く取れるようになった。 

その反面、土曜日は授業も3時間と短く、給食やあい
キッズが無いので働く親としては困っている。 

土曜授業の日に学校公開があるのは、平日だと来られ
ない方も来やすくなりよいと思います。 

夏休みを1週間延長しても、平日は保護者も仕事があ
るので子供だけで過ごすことになります。3連休にな
るはずだった土曜日に授業となると連休の計画が立て
づらくなると思います。 

特になし  野球の練習日が減る。 

授業が増えること。  イベント色が強く、PTA役員の負担が多くなること。 

授業時数が増えたため、学力向上につながっていると
思う。 

共働き家庭では、習い事を土曜日に入れている家庭も
多いと思うが、土曜授業と習い事との調整で悩むこと
も多そうである。 

今のところ、授業数が増え、学力の向上、定着に結び
つくのか結果が見えていないので何とも言えない。  デメリットは特にないと思う。 

学校公開の回数が増えて、子供の様子がよくわかるよ
うになりました。 

 

特になし   

授業時間が確保出来る  習い事との兼ね合いが難しい 

授業数が確保できるのでいいと思う。  子供たちの休日が減ってしまう。 

保護者が学校に来る機会が増える。 

必ずしも土曜日が休日の保護者ばかりではない。土曜
の授業に力を入れるのは悪くないが、平日に学校（授
業）を参観できることをもっと保護者にアピールすべ
き。ゆとり教育の一環として始まった寺子屋事業。土
曜授業が始まればいままでのシステムを見直す必要が
あるのでは。 

生活のリズムが崩れない  クラブチ―ムや習い事を休まなくてはならない 

金曜日の夜は早寝、土曜日の朝は早起きし、無駄なく
一日を過ごせる。充実した一日を過ごせる。  土日を使っての家族の予定は組みにくくなる。 

 

そもそも、土曜授業プランと夏休みの数（補習時間の
確保？）で、この問題を検討することに違和感を感じ
ます。土曜授業プランは、学校教育が中心となってし
まうことは十分に理解できますが、本来は授業では学
びきれない学習や体験を含む教育の機会の確保も含む
ものではないでしょうか？当然、学力向上への取り組
みとしての補習は応援していきたいと思います。 

土曜日に授業をすることで、授業時間を確保すること
は良いと思う 

土曜日に授業をするならば、毎週せめて隔週くらいに
してほしい。月１回くらいだと、逆に面倒な気がす
る。 

 
土曜日に習いごとをしている場合もあるので、予定を
組むのが大変。" 

正直、メリットはあまり感じません。 

土曜授業を増やしたところで学習時間は足りているの
でしょうか？所詮3時間程度ですし、心配になりま
す。 

⚫ 予定のない週末のダラダラ抑止。⚫ 土曜授業を全て学
校公開日とすることで、学校生活がより目で確認で
き、保護者と学校の連携が深まる。  ⚫ 特になし 
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子供の様子がよくわかる。授業日程に余裕が出たよう
な気がする。 

 

学力向上のための施策として有効ではあると思う 
学校公開と重ねているので集中力が途切れ、授業が
ちゃんと出来て居ない印象がある。 

夏休みが長くなること。子供にとって、夏休みが自分
探しをゆっくりかんがえられる。普段では時間が足り
ない部分で、いろいろな経験が出来る。自分でじっく
り時間を作れる。夏休みは、長いが良いと思っていま
した。 

 

1･2回の学校公開だけだと、仕事で参観出来ないとき
がある。8回あれば、参観しやすい。 

今の子供は土日も習い事がある。土曜授業があると、
忙しい。学力向上と言っても、その分夏休みが増えた
らあまり変わらない気がする。夏休みの補習授業は、
希望制じゃないので、行かせたくても行けない。(希望
制だと思ってましたが、例年通りとのこと) 

普段、平日には学校の様子を見に行く機会が作れない
ような平日にお仕事をされているお父様・お母様に
とっては、土曜日の授業公開を見に行く機会が出来て
いいかもしれません 

学校で抱えている問題点を垣間見ることは出来ないの
で、あまりメリットを感じない。また、土曜日にス
ポーツ競技の習い事の予定を入れているのに、学校が
あることで、習い事自体にも、試合や大会にも出られ
ない、などの弊害があって、せっかく子供がスポーツ
競技を一生懸命頑張っているのに、土曜授業のために
試合に出られない、など、力を発揮するチャンスを奪
われていることもあり、そこまで影響してしまう土曜
授業プランは大きなデメリットであるとしかいえな
い。 

学習時間が増えて良いと思います。 
次の日が休みだと前日、遅くまで起きていますが、学
校があると早く寝てくれるので良いと思います。
ﾃﾞﾒﾘｯﾄは、特にありません。 
勉強の進みにゆとりが出来る。 参観者を気にし
て、授業中集中が欠落する。 
夏休みが延び、少し余裕ができることです。
土曜日に学校に行くことに慣れていない子供達なの
で、低学年の子などは、体力的に辛そうなことです。 
年８回の土曜授業を公開していただくことで、学校の
楽しい様子がよくわかり、親近感がわいた。イベント
的な内容なので疲れて起きられない子供をどうにか起
こして励まして送り出すといった労力を惜しまないで
頑張れると思う。 習い事の予定などを入れず
らい。寺子屋委員さんも予定立てずらいと思う。６時
間授業プラス宿題たっぷりの上、週末のペースが変わ
ることで家族も児童も精神的につらい。実際体力もた
ず、発熱で土曜日の公開授業（１年生を迎える会：４
月）を欠席した。ちょうど疲れが出やすい時期なのか
全校でも欠席者１０名以上いた。去年までの流れを変
えないで欲しかった。学力アップにはつながらないと
思う。 
子どもの成長をほぼ1ヵ月ごとに見る事が出来る。
ほぼ毎月なので多少負担に感じる。 

 

少しでも授業していただける点。 

塾や習い事を変更やお休みをしなくてはならない。学
校に行くことにより、その後の過ごし方が平日と変わ
らなくなってしまい、学習や休日のような予定が出来
ない。 

学力向上を計るために授業時間を増やすとなると、平
日だけだと１日の拘束時間が長くなってしまい低学年
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の子どもの負担が大きいと思います。負担を分散させ
るためにも土曜日の授業は有効だと思います。 

学習時間が増え授業内容をじっくりと学べる。  土曜日の習い事に通えない。 

授業時間の確保が可能になる   

学校公開も同じ日に設けられるので学校に足を運びや
すい。 

土日で野球やサッカー・バレーボール・バスケット
ボール・テニスを習ってるお子さんもおり試合などが
組まれていると難しいと思われます。 

勉強時間が増えること。  土曜日の習い事にひびくこと。 

メリット→平日に詰め込み分が分散して子供らしい時
間が過ごせる授業が増えたらいい。(希望込み) 

デメリット→まだ先生方の足並みが揃ってないと思
う。どうせやるなら準備をしっかりしてから。 

  三連休は避けてほしいという声を聞きました。 

お父さんにとっては子供を見に行ける機会が増えたと
思います。 

PTA本部としては受け付けなど少々負担が増えたと思
います。 

・メリット…二日間ダラダラ過ごす事がなくなる。 
・デメリット…予定が立てにくい毎月同じ週の土曜に
して欲しい。 

メリットは、親が参加しやすい。 
デメリットは、習い事と重なり、スケジュールが忙し
くなった。 

 
土曜朝、スクールゾーンがなくあぶない｡PTAが忙し
い。 

学力向上、土曜日授業プランを増やし、平日授業の時
間割を短縮できるとよい。 

お仕事されてる共働きの方にとっては、土曜日午前で
下校となると、預ける所など難しいのでは？" 

仕事をされている方、お父さんなどが参加しやすい。
3時間授業での公開なので、一日中公開する以前の形
より、児童や先生方には負担が少ないのでは。  土曜日に休めない方には、都合が悪いかと思います。 

授業時間が増えること。 

特にありません。土曜日に学校公開をすることで、今
まで平日仕事で参観する事が難しかった保護者の方が
参加できるようになったのでは。 

夏休みが以前の長さに戻った。 
土曜日に活動していること(習い事やクラブチームの活
動)に参加しずらい。 

平日の学校公開がなく、土曜日お仕事の保護者は学校
公開に行くことがむずかしいのでは。 

 

土曜授業は、学習する機会が増えるので助かります。
子供の中では、土曜は休みだと習慣があるので、生活
リズムが気になります。" 

 

ゆとり教育で遅れた分を取り戻せていいと思う。  デメリットは思いあたらない。" 

児童・保護者両者に義務教育で学ぶ意義・意味合い再
確認ができる点 

まだ両者に意識不足。とりわけ学ぶことに薄い意識の
家庭ですが。 

目指している方向はよいと思う。夏休みが、増えるこ
ともだが、どちらかといえば、土曜授業が増えること
で、平日の6時間の日か減るといいと思う。現状だ
と、冬は、学校から帰宅して友達と遊ぶのは、時間的
に難しい。週に何度か友達と遊ぶことは勉強同様大切
と思う。 

すでに、土曜日休日が定着しているので、習い事やイ
ベントなどが土曜日午前にあること。だが、土曜日授
業が定着してくれば、自然と解決すると思う。 

学習時間が増える。夏休みが長くなると夏休みでしか
できないこと、経験が出来る。 

習い事をする児童が多くなり、土曜日にいれていたり
すると、平日放課後の習い事の負担が増える。 

  家族で過ごす時間が減る。 
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土曜授業がすべて学校公開になっており参観できる保
護者も増えることはよいと思います 

宿題の添削やボランティアなど家庭に求められている
ことが多く保護者の負担も増えると思います。 

夏休みが以前の日数にもどって、とても良いと思いま
した。8月4週目から学校が始まると、まだ暑くて、家
が学区外から通学しているため、かわいそうだと思っ
ていました。 

年間8回程度なので、感じません。先生方がお休みの
日数が減るのではと思いました。回数はこのくらいで
実施していくのが良いのではないかと思います。 

今まで土曜日がやすみだったので土曜日の習い事をし
ている方は出来なくなる事がある。毎週ではないだけ
にそこを休まなければならない。 

土曜授業は多分全て学校公開となると思うが、子ども
が普段の日のように落ち着いて授業を受けにくいので
はないか？それではせっかく授業時間を増やしても成
果はあるのか疑問。 

特に思いつきません。   

休日も問題なく生活リズムをくずさずに過ごせる。平
日お休みを取りづらい方でも授業内容をみることがで
きる。夏休み中の補習時間が増えることは普段の遅れ
を取り戻す意味で有意義な時間になる。補習に関して
計画的なカリキュラムであれば、学力向上につながり
意味のあるものになる。 

親子で過ごす時間が制限される。全ての授業をみよう
とした場合、給食がないため負担が多い。前年までの
ように平日に公開授業を行った場合のほうが時間の調
整をしやすい。後半の補習の内容が終わっていない夏
休みの宿題を持っていって終わらせるという事だった
と記憶しているが、弱点の補強等に時間を使ったほう
が有意義な内容になると思う。一日という時間でどれ
だけの補習になるかも疑問。 

授業時間が増えるので、理解度が上がりそう 
通塾している場合、正午過ぎまで学校があると、間に
合わない事もある 

土曜授業プランで授業数が増えること。  土日のお稽古などいれにくくなること。 

 

学校によって日程がバラバラなため、地域のイベント
やスポーツの試合、練習などに子どもたちが集まりに
くい。兄弟と重なったり、連続になると家庭の予定の
やりくりがしずらい。 

父母が学校での子供たちの様子を見ることができる。  土曜日の習い事に行けなくなる。 

 

2時間や3時間しか授業のない日もあり、わざわざ登校
しているのに授業時間の確保には効率が悪いのではな
いかと思う。 

とくになし。   

●平日仕事を休みづらい親が、土曜授業のお陰で、自
分の子供の学校での様子を見ることが出来る。●親世
代の『土曜登校』体験が出来る。 

●授業数が増えたことにより、子供達により多くの学
習が出来る環境になると思っていたが、実際は学校公
開と重なる為、普段無い親や大人の学校内出入りがあ
り、落ち着いて学習が出来ないように感じる。●土曜
日の習い事、出掛けるなどの用事がしづらくなった。 

不明 
１、先生方の労働時間が長くなる。２、子供との時間
が取れなくなる。 

平日にいらっしゃれない保護者の方にも、参観頂ける
事はメリットと思います。  特に浮かびません。" 

行事関連を、土曜日に行う為、多くの保護者が、見学
出来る事。 

 

土曜日学校があるため、早起きをして規則正しい生活
ができる 

土曜日に習い事をしている児童は曜日変更をしなけれ
ばならない 

授業時間が増えるのはとても良いと思います。 
デメリットはないと思いますが、これ以上増やすこと
もないと思います。 

代わりに夏休みが増えたのはよいのか。ただ、ようや
く、短い夏休みに慣れたところ。ころころ変わるのは
よくない気がします。 

土曜日授業がほぼ学校公開日となっているので、子ど
もが落ち着いて授業を受けれらない印象を受ける。 
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平日に少し余裕が出来た事。  習いごとが出来なくなった事。" 

 

土曜授業の週は月〜金の授業を1時間へらしてやるな
らば、子供の負担が、減るので良いが、授業時間が多
過ぎても、子供はみについてないと思う。昔みたく毎
日の時間が少なく土曜日に学校があれば良いが、授業
数を増やしたければ、夏休みを少なくした方が良いと
思う。学校で友達と会う事により放課後遊べと良いと
思う 

土日が休日の保護者が参加しやすい  特になし 

授業数が増えて学習が充実、夏休みが増える  土曜の習いごとや外出などの予定を立てづらくなる" 

学校公開の回数が増え今まで都合が合わなかった両親
が見学しやすくなった。 

回数が増えたことにより公開している授業内容が、た
だ公開している状態で見学していても面白くない。 

授業時間が増やせること。  習い事やスポーツ活動と重なることがあること。 

平日働いている保護者も授業の様子を見に行く事がら
できる。  週末の習い事に参加出来ない。 

授業参観の選択肢が増える。（それでも年2回または
学期に1回程度で十分ではないか） 

学年が上がるほど、平日夫婦で働く家庭が増え、他の
家族（土日休）と予定があわない。夏休みを減らすよ
り、土曜が休みの方がいいという世帯が今後も増える
のではないか。土曜に授業を増やして夏休みを削るの
は、働く世代が減り、母親が専業主婦で暮らしていく
のも難しい時代に、逆行しているのではないか。 

学力向上につながれば、メリットになると思います。
学習は、毎日行う事がだと大切だと考えます。 

 

土曜日なので、日頃仕事などで、学校に行けない保護
者が参加出来るので良いと思いますます。 

土曜日授業が多くなると、家族で出かけようと思って
いても、出かけられない。 

月1回なので把握しにくい   

補習時間に夏休みの宿題をしたり、休みに入ってから
の疑問点などを先生や友達に確認できることです。 

習い事や家族で行動できる土曜日の調整をしなければ
ならないことです。 

土曜授業プランは保護者公開なので、毎月の授業の進
捗状況やクラスの雰囲気がよく分かる。 

土曜日の習い事や家族の外出予定の調整が必要にな
る。 

盛夏である八月下旬に登下校させることを避けれるこ
とはとてもよいと思います。 

７月の土曜授業プランは終業式も含まれており、いか
がなものかと感じました。 

集中して勉強できる時期に土曜日も授業をして暑くて
集中力が欠ける時期に休みがある方が効率がいいと思
います。  特にありません。 

終業式・大掃除など普段見られない子供の様子が見ら
れる。できれば、給食風景も見てみたい。4年生以上
は全員対象の補習があり、家ではなかなかやらない勉
強ができる。 

1〜3年は全員が補習対象になってないので、学力向上
になるかというと疑問が残る。尚且つ、夏休みが1週
間ものびれば習ったことを忘れてしまうので、対象外
の子(特に塾などに通ってない子)には復習や応用など
の勉強会を行って欲しい。 

夏休みが8月末まであった方がよい  土日の予定が立てづらい 

学校公開日が平日の場合、参加できないが、土曜日に
学校公開日を設けていただくと参加できる。  土曜日の習い事と重なる。 

授業数確保できるかもしれませんが、土曜日は習い事
やほかの兄弟の（幼稚園、中学校など）イベントが重
なることが多く、前年までの夏休みが短縮のほうが良
かったです。 

 

生活リズムがとれる  特にありません 
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土曜日に授業があると夏休みが増え時間の余裕が出来
ることは良い 

他の平日の時間割が減るわけでないので、子供には負
担。土曜日を復活させるならば子供への負担を考え
て、他の平日の時間割りを６時間から５時間授業に減
らすとよいかも。６時間授業が多いので、外で子供同
士遊ぶ機会が少なく子供のこころの教育にならない。 

毎月参観にするのは、普段の風景が手軽に見れる  警備など負担もある。 

規則正しい生活ができる。  余暇の時間の確保が難しくなる。 

地域のみなさんと子どもたちの交流の場になること。 
週末しか家族が揃わないので家族で過ごす時間が減っ
てしまったこと。 

学校公開を毎回見ることができる 
土曜日に習い事ができない、働く親にとって夏休みが
伸びるのは心配の種が増えるだけ 

平日働いている保護者は子どもの授業の様子を見るこ
とができる良い機会だと思う。 

土曜日に子どもの習い事等の予定がある家庭にとって
は厳しいのではないかと思う。 

仕事をしている保護者が土曜日に授業を参観すること
ができる  特に感じていません 

なし  土曜午後一番からの習い事に間に合わない。 

☆土曜日に授業が増えることで、夏休みが八月末まで
延長☆振替休日がなくなり仕事を持つ親は仕事をやす
まなくてもよくなったこと 

★子供は土曜日授業に不満を漏らす★土曜日授業プラ
ンを全部学校公開にしなくてもよいのではないか？" 

子どもたちを規則正しく生活させるには、毎週土曜日
授業をすべき。 

授業がないと、夜更かし、朝も遅くまで寝ているパ
ターンになる。保護者が目をかけていない家庭の場
合、さらにルーズな生活になるから。土曜日のみなら
ず、クーラー完備が当たり前になった現在、夏休みを
設定する本来の目的から逸脱している。涼しい環境で
学習できるのだから、夏休みは不要。 

よくわからない  学校公開などに充てられるので親の負担がある。" 

学力の向上に繋がる。 
土曜に習い事があったり発表会があったりするので、
そちらとのスケジュール調整がやや大変。 

平日に参観がしにくい保護者にとって、その機会が増
えるのはいいと思う。 

土曜日に習い事をしている子供や、土曜日に仕事をし
ている保護者には都合をつける必要がある。子供に
とって、週休2日に慣れているときつく感じる子供も
いるのではないかと思う。 

 

習い事やスポーツクラブの選択の幅が狭くなる。共働
き家庭で土曜出勤がある職場の場合、放課後の子供の
預け先に困る。兄弟関係にある子供が通う他校と、土
曜授業プランの日程が重なっても困る（学校公開をし
ているので）し、毎回違っても困る。 

 

中途半端な予定で土曜授業プランがあるので、習い事
や行事が影響を受ける。共働き家庭では、お弁当作り
などの負担が増える。現代は、エアコンが学校にあ
り、暑さの影響を受けない環境で勉強ができるのだか
ら、夏休みは短くても良いと思う。 

週末にメリハリができる  習い事や出掛ける時に支障があることもある 

 

子供がスポーツクラブに所属していると、試合と授業
が被る時がある。その時、どっちをとるべきかで悩む
ことがあります。 

土曜日に親が子どもにかまってあげられない家庭も多
い中、小学生が、一人で家の中でゲームをしていた
り、友達と繁華街でふらついたりしています。また、
野球やバレーチームで一日中スポーツを強制されてい

土曜日に、子どもと、一日、一緒に過ごせる家庭や、
学校の授業以外の何か学ばせたい（勉強いがいのス
ポーツや、芸術なども含め)と、願っているご家庭に
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たりで、塾でも行かない限り、家庭学習を充実できな
いのが実態です。やはり、学校で授業を受けられるこ
とは、学力のみならず、精神衛生面でも、必要です。
そもそも、土曜授業をゆとり教育と称して、現場の教
職者の反対の声をないがしろに強行した行政に、ゆと
り世代と呼ばれる世代の子供たちは怒りをうったえて
いますので、土曜授業は子供たちのためにやるべきで
す。 

とっては、土曜授業がじゃまに感じる親御さんもい
らっしゃるかと存じますが。 

土曜日なら、仕事をしている親でも学校に見に行け
る。 

土日にでかけられない。こどもの振替休日がなくな
り、楽しみがなくなる。 

ゆとりはいらない！ 

実際の授業、国語、算数をしてほしい。参観日になの
に、講演会などで実際に授業参観ができず、地域の方
や未就学児の見学になっていないように感じます。 

授業時間の確保  時々しかないので、子供達のやる気が出ない。 

 

子どもがサッカーをやっているので、土曜授業がある
と試合を組みにくい。また大切な大会になると、欠席
してしまったりしている。せめて土曜授業の日程を板
橋区の中だけでも統一して欲しい。" 

 

土曜日に習い事をいれる生活が出来上がっているの
に、変えるのが大変。イベントごとも土曜日で毎週の
ように学校がある。土曜日に仕事の日もあるのに、学
校があるのでは実家にも預けられない。あいキッズも
ないので行き先がない。 

 
夏休みの補習授業…かなり混乱しました。兄弟いると
なおさら。時間も期間で違ってたし。 

子供の学習時間が増えて良い。  デメリットは今の所思いつきません。 

父親が学校公開を参観しやすい  土曜に習い事や塾の予定を入れられない 

土曜授業の日に学校公開になるので、土曜授業が増え
ると学校公開で子供の授業の様子が見れて嬉しい。 

あまりに土曜授業が多くなると、家族ですごす時間が
減るため、現状位がちょうどよい。 

授業時間が増えれば毎日の授業にも余裕ができるの
で、教師・生徒ともにメリットがある。夏休みが延長
されるのは、特に帰省する場合等には交通機関の繁忙
期を避けることができるのでメリットが大きい。 

家族の旅行や週末のアクティビティの予定が立ちづら
くなり、塾やその他の習い事にも影響する。 

 
土曜は仕事だったり、宗教上の理由から参加出来ませ
ん。とても迷惑に感じている授業です。 

 

毎回公開授業では、こどもたちが落ち着いて授業に集
中できないように思う。先生方が行う授業は、いつも
工夫がなされていると思うが、クラスによっては見学
者が少なく、ただこどもたちがざわついた中で授業を
受けるということもたまに見受けられるので。 

 

補修授業については、自由参加度が強く、もしくは一
部の児童向け度が強く、全体的な学力向上に向かって
いるとは思えない。 

土曜日に登校することで、平日の授業詰め込みの解消
になると良いと思います。 

土曜日に塾に行っている子が、塾を優先して欠席す
る。家族で出かける用事がある子が欠席する。 

職場が休みの時に、授業を参観できることはよい。   

メリットは授業時間が増え、授業内容、進度ににゆと
り（じっくりできる）が生まれるのではないでしょう
か？ 

今の子どもは平日習い事など忙しくしていることや共
働き家庭も多いので、家族の時間が減ってしまうこと
でしょうか。" 
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夏休みは8月いっぱい欲しいから 
スポーツや習い事の調整がつきにくい授業プランを組
むのは先生方にとっても、負担が大きいのでは。 

 

土曜、学校校庭にて野球を習っています。授業がある
土曜は練習が中止になるので、子ども達は残念のよう
です。 

 

各学校、土曜プランの日が異なるので複数校の子ども
たちが集まりにくい。統一するなり、全土曜日を授業
にしてほしい。 

PTA行事を土曜プラン後に行えること。  特になし。 

子ども達が学校公開ということで保護者が来ることを
期待している。 

 

勉強した分だけ学力が伸びる。学校にいるので非行に
走りにくい。働いてる人も参加できる。休みが多すぎ
るので良い。夏休みの補習（自由参加）が継続・浸透
すれば今後学習に対する意識向上が見込まれるように
なるのではないか。働く親としては仕事を休まずに学
校や子どもの様子を気軽に見に行けるようになり、あ
りがたい。 

宿泊で外出しにくくなる。少ない回数で学力向上する
のか 

休みが長くなるのは、よいです  土曜日が学校だと子どもがつかれやすい。 

もっと勉強したほうが良い   

 
やるならやるので毎週やるなど決めたほうがよい隔週
なら隔週で 

学力向上には、良いのでは、ないかと思う   

授業が進んでよいと思う  デメリットはないと思う 

子供の様子が観れてよい   

良いと思う   

今までゆとり授業過ぎたと感じるので、授業日数が増
えて良いと考えます。 

通学路の車両通行禁止が土曜日は除外されている個所
があるので気になります。 

子供の学力向上のを考えるのでれば時間数だけでな
く、子供が学習に興味を持つ、学びの楽しさを知る事
にもっと時間を割く様にして欲しい 

子どもたちが慣れていないので、疲れているように見
えること。特に現在のように月1回の授業だと、ペー
スがつかめず余計に疲れているように感じる。また、
先生が土曜授業プランをするために仕事が増え、大変
になり、疲れているように見える。ただでさえ先生方
は忙しいのだから、これ以上忙しくしても仕方がない
ように思う。学力向上のため授業時間を増やすという
のは、あまり効果的ではないのではないか。それより
も子どもたちの意欲を増進される方策を考えてはどう
か。 

勉強する時間が増える  一緒に遊ぶ時間が減る 

午後をＰＴＡ活動に充てているので、お母さん達も集
まり易い。ＰＴＡ夏祭り等の子供達の参加率が良い
（８５％）。  習い事に多少支障が出ている。 

子どもの頃から週休２日を徹底してしまうと高校や社
会人になって休み癖がついてしまうようなきがしま
す。また勉強の遅れなどもっとしっかり勉強させたほ
うが良いと思います。塾でカバーする子もいますが行
きたくても行けない子もいます。中学校までは義務教
育なので学校でもう少し勉強させて欲しいです。 
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子どもたちの様子を見ることが出来る。保護者どうし
のコミュニケーションを取る時間が増えた事。  特になし。 

学力向上に少しは繋がる。保護者の顔が見えてくる。
ほんの少しだが授業内容に余裕できる。用事がないの
なら勉強したほうが良い。休日の家族との過ごす時間
が減る 

 

子ども達の普段の様子が見れて良いのと先生達と話が
出来るのが良い。学校があった方が勉強時間が増える
ので良いせん 

受付の方が居ないので会員からお手伝いを募ります
が、不満の声も上がり対応に困る。受付が会員のみな
ので、万が一の時対応が遅くなる事が予想されるので
子ども達の安全面が心配です。 

メリット、デメリットはあまり感じません。夏休みが
増えた分、土曜日に振り替えたのではしょうか？教育
の時間を増やし、授業の質を上げて欲しいと感じてま
す。ゆとり世代に疑問を感じます。今まで遅れていた
授業が少しでも取り返せるのではないかと、思いま
す。 

 

土曜日も学校はあった方が良い。学力向上の為。  学校公開とのセットはPTAの手間が掛かる。 

教育は等しく子どもたちに学ばさせてあげるべきだと
思っているので、メリットとしては、教育において子
どもたちに格差のない社会を与えてあげれること。 

デメリットは土日に塾や習い事をしている子どもが日
程の調整が必要になること。 

夏休みが長くなる  習い事の調整が必要 

家庭での学習が満足でない児童がいるならば有益だと
思う。餅つきなど、一般家庭では難しいことを体験さ
せられるのはよい。  塾や習い事に影響が出る。休日の予定が組みづらい。 

楽しんで勉強しているという報告を我が子から受けて
いる。  デメリットは感じない。 

子どもの学習時間が増えること。  寺子屋行事や習い事とバッティングすること。 

いろいろな内容の取り組みができれば、いい体験とな
る。 

公開授業ということで受付等の負担が増え、結局役員
がすることになる。スポーツ等、習い事との兼ね合い
でいそがしい。週休２日があたりまえの生活だったこ
とで子供の疲れや先生の負担が増える。月に１回くら
い授業を増やしても学力向上に直結するわけではな
い。子どもにとっては夏休みの日数が増えメリットに
なっている。 

 

振替休みが無いので、教師が大変、土曜の習い事が不
規則になる。寺子屋のプランニング、校庭利用が難し
くなる、単なる補習ではなく、実験、実習、実技、地
域巡り、遊び方、など時間にとらわれない物であって
ほしい 

ゆとり教育を中止し、授業内容が増えたことから当然
授業数を増やす必要がある。子供も土曜日に休みでも
必ずしも有意義な時間を送っているわけではない。大
半の子供は予定がなく遊んでいるだけである。  教師の休みの確保 

授業時間を確保できることは評価できる 

学校公開ばかりになると、静かな環境での学習がそこ
なわれるおそれがある。また、ＰＴＡの負担も増える
し、学校側も全職員がそろう訳ではないので、運営に
支障が生じるおそれがあるのでは？ 

子どもたちの学習時間が増える、土曜日も共働きの家
庭とっては預け先の負担が軽減される 

子どもたちの自主的な活動の時間が減る、教員の負担
が増える 
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学校公開になっているため保護者が参加しやすい。 

土曜授業を増やして夏休みを多くし1、2時間程度の補
習授業をするのは余り効率的では無い。また、登下校
の時間がずれるのも事故が心配。 

授業数が増える事は、学力向上に繋がる可能性あるの
で、授業内容の質も含めて更に推進を図るべきと考え
ます。  教職員の負担を減らす対策も併せて考える。 

子供たちの土曜日の過ごし方としては月1回位は必要
だと感じています。特に寺小屋や地域のスポーツクラ
ブにも参加しない子供たちにとっては大切だと思って
います。  今のところ思いつきません 

公開授業に参観できる 

(1)休日の家族団らん時間が減る(2)親子で体調管理が
むずかしい(3)習い事ができない(4)公開授業なため子
供は授業に集中力がなくなる(5)土曜日なため通学路が
危険(6)親子でストレスがたまる(7)土曜授業の翌週は
子供の集中力が著しく低下する(8)教師の負担、疲労を
感じる(9)学力向上にはつながらないと感じる。(10)家
庭学習の時間が減る(11)寺子屋、青健、町会のイベン
トに支障をきたしている 

子供の様子がよくわかる  習い事の時間調整が難しくなった" 

すべての土曜授業は学校公開に使われています。学校
公開に参加できる機会が増えたことで、忙しい親もス
ケジュールの調整がしやすくなると思います。 

学校が学力を保証するという覚悟がない中途半端な仕
組みなので、地域の活動や、塾など私的な学習機会と
競合している。 

◎保護者が学校を訪れる機会を増やしている 
◎イベント等を土曜日にシフトすることで、従来通常
授業のコマを削っていた部分が無くなる 

 

 

◆スクールゾーンが効かないので、子どもたちの事故
の可能性が増加している。（土曜日にスクールゾーン
内で事故が起きた時にどうするつもりなんだろうか）
◆事務の方々は休みとなるので、受付等、保護者の負
担が増加している◇冬の時期に日曜日1日だけで上履き
が乾くか不安。。。 

保護者が行きやすい。 

仕事がある人にとっては、土曜プラン後の預け先など
で困る。朝からなら子育てサポートを利用して児童館
に行かせるなどできるが、昼過ぎ下校だとお弁当をど
こで取らせるか悩む。" 

基本的には土曜日授業が増える事で、子ども達の生活
のリズムが安定し、良いことだとおもうが、これまで
の流れで土曜日に習い事をしている子ども達も少なく
ないので、土曜日授業を休む家庭も見受けられる。土
曜日授業が浸透するには、しばらく時間がかかるので
はないか。 

 

とくになし   

授業を行うのは賛成。内容の改善を求める。公開授業
むけのような感じでもっと濃い授業を毎回公開する必
要があるのか 

 

•通常授業を行えば、児童の学力向上に役立つと思う。 
•土曜日が休みの親にとっては、子供と触れ合う時間が
減る。 

まだ、土曜授業が必要かどうかはわからない。 
今までの寺子屋や地域等の活動とかぶるという問題も
あり、慎重に考えた方がいいと思う。 

学力向上のためには必須  寺子屋との住み分けが難しくなった 
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学校公開としているので、保護者の立場から、子供達
がどのような授業をしているのかがわかる。また、教
師と保護者のコミュニケーションがとれる。補習によ
り、学力の底上げが図れる。  特にないように思われる。 

公開授業という事もあり、学校の様子を見れる機会が
増えた事はメリット  子供が多忙になることがデメリット。 

メリットは、より多くの保護者が学校を見るチャンス
であり 

デメリットは子供たちの集中力や体力が土曜授業が
あった日の、中盤からはなどは落ちていると思われ
る。 

授業数を補える。 
ゆとり教育の完全週休二日で良いと考えているので、
今さら元に戻さなくてもよいのでは？ 

普段と違う授業で子供たちは楽しんでいます。夏休み
が多いいこと。  リズムが狂うこと。 

直接的な効果はすぐには出ないかもしれないが、学力
の向上については、何かの対策が必要だと考えます。  月に一度であれば、特にありません。 

 

メリット・デメリットは特別に考えたことがないが、
寺子屋などやPTAのイベントをずらす必要が本年は
あって、調整が大変だった。 

学力向上になると思う  家族と一緒の時間は減ると思います。 

メリットがわかりません。 

デメリットとして、土曜授業プランと、寺子屋事業の
バランスをどう考えるかが問題になっている。また、
学校の受け入れ体制（雇用形態により、休日となって
いる職員さんもいる等）も整っているようには思えな
い。 

子供の学力向上に繋がる施策の一つであると考える。
生活リズムの安定。親の負担軽減。 

子供の繁忙化。寺子屋や地域活動などとのスケジュー
ル調整が難しくなった。家族共有時間の短縮。 

現段階では特に浮かばない。 

土曜日の登校下校時はスクールゾーンが機能しないの
で心配。何かあってからでは遅いので、このまま土曜
授業を定着させていくのであれば早急に対応を希望。
また、土曜授業プラン実施日が統一されていないの
で、他校との試合等が組みにくい。更に、授業が増え
たとはいえ、内容の充実に各校差が有りすぎる。学力
の差が更に開くのではないか懸念する。 

 
今後の希望 
⚫ 月に2〜3回の土曜授業を行って欲しい 
(連休はたまにで良いです。現行の月1より増やして欲しい) 
⚫ 月1〜2回だけ土日休みにして欲しい 
(連休が限られることで、家族旅行や帰省、ゆっくり疲れを取るなど有意義に過ごせると
思います) 
⚫ 更なる希望としては、土曜授業を増やす上に、夏休みを短くして欲しい。 
(総授業数を増やして欲しい。夏休みは3週間あれば十分。学力向上にも繋がります。学校
も社会人のサイクルに近づけても良いのでは？) 
" 
 
 
 
【11】学校公開でPTAが関わっている内容（自由回答） 
学校公開担当の保護者の方へ事前に当日の役割分担を決めお手紙を出し、受領書を受け取ります(受
付、自転車置場の整理、校内巡回) 
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受付、巡回、自転車案内 

受付、校内パトロール 

スポーツテストの手伝い、郊外学習の見守、 

受付やパトロール、案内など。 

学校公開の保護者受付　公開に合わせて家庭教育学級など保護者向けのプランを組み込んだ場合の活
動 

学校公開で来校される方の受付、校内のパトロールなど 

受付の係があります。 

学校公開にあわせて、家庭教育学級が行われる場合もあります。" 

当日来校者の受付。 

受付など 

執行部として活動させて頂いています。 

下足を入れるビニール袋の確保等 

パトロール腕章をつけて、校内パトロールをしている。 

保護者、地域の方の来校の受付に委員もしくは役員も立つ 

①受付②公開講座の意見交換会などへの参加 

学校公開に合わせて専門委員会の開催やパトロールなど、より多くの保護者の来校を手助けしている
と思います。 

来校者受付、校内見回り等。 

PTAから毎回2名が学校公開の受付として協力しています。 

受付のお手伝いなど。 

来校者の受付、校内パトロールを学校からＰＴＡに協力要請があり、全保護者宛てに協力のお知らせ
を出しています。今までは名乗り出ていただける方が多くいましたが、回を重ねるごとに減っていま
す。 

土曜プランの時は受け付けなどのお手伝いをしている。また、授業内容によっては、授業のお手伝い
をしている。" 

⚫ 保護者、一般見学者の受付　⚫ 子供が授業をしている間に役員会や委員会の開催　⚫ PTA推奨服(板四
独自の制服)の販売会、リサイクル会の開催 

ＰＴＡ役員ではないが、学級部員が警備の腕章をつけて参観している。 

今年から学級部が担当していた受付をしなくてよくなった。その代わり、不審者対策として学級部に
保安の腕章を着けながら学校公開に参観してもらっている。 

来校者の受付や、学校公開時の最中の巡回など。 

各クラスの委員さんに防犯の為に腕章を着用して頂いています。 

防犯パトロールの腕章を付けています 

校内の巡回（パトロール）。 

巡回や、各階段に学級さんが着いてくれています。 

年８回中、６回だけ受付をしてます。 

受付、パトロールの募集。分担。 

腕章をつけて、校内をパトロール 

受付、受付準備、パトロール、パトロール準備、粗品準備 

受け付け、不審者警備など 
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来校者の受け付け 

受付、保護者証の確認｡みまわり｡ 

朝8時過ぎ頃から学校公開開始準備（長机を運び受付用意、資料、名簿など用意）、受付、学校公開終
了時後片付け。 

入学予定の保護者様用の資料作り。 

学校公開受付のボランティア募集の手紙作成、ボランティア応募者の受付担当の日時を決め、手紙を
作成し受付担当者全員に配布。 

土曜日は教員以外の事務の方などを出勤させられないとのことで、当然授業のある先生は出来ないた
め保護者でやる事になる。 

夏休みなどを除くと月に一度のペースであるため負担が大きく、またさらには 受付を引き受けて下さ
る方は毎回同じ顔ぶれで 偏りが激しい。 

なかには 受付の人員不足で毎時間のようにやらなくてはならなず、学校公開なのに自分はほとんど見
られない方も出てしまう。 

本来なら、受付のメンバーで受付とパトロールに分けて、半分は見られるような仕組みにしている
が、最低人数の二人では防犯上の不安もあり、なかなか受付から離れるのは難しい。 

受付をして下さるほとんどが普通のお母さんで、もし不審者などが入って来たら少ない人数で対応で
きるのか不安。 

普段も使えるので、受付に緊急連絡用のベルなどあってもいいのかもしれない。 

受付をすること。保護者証を忘れた方の対応、来賓、保護者以外の方の対応など。 

保護者や来賓の受付や保護者証のチェック 

受付の募集、受付の時間の割り振りなどの手紙配布 

受付、未就学児とその家族の案内 

受付、学校内の案内、学校・PTAについての資料作成 

当日の受付、又前日の受付準備。 

事前受付準備、当日受付、後片付け 

保護者、一般来校者の受付、案内 

前日（金曜日）に、「授業中は静かに」という内容の看板を各階に設置したり、受付を設置して、当
日は受付をします。 

保護者および一般見学者の受付 

受付および、未就学児連れ保護者を対象にしたご案内係を担当未就学児保護者対象の資料を作成など 

学校前の交通整理マナーの徹底と学校公開受付を担当。 

保護者の方のおしゃべりでうるさくならない様に、マナー向上のために腕章をつけて学校公開に参加
しています。 

多くの保護者や一般の方が来校するので、混乱のないように、事前の準備（マナーに関する張り紙な
ど）や、各委員会と協力して当日の受付を行なっています。 

来校者の受付において、保護者でない方々の対応をさせて頂いております。 

来訪者・保護者の受付を終始している。 

来校者の受付、今年度よりボランティアを募集し、負担が減りました。 

マナー向上委員会という活動を行っております。授業中は保護者の私語を慎むよう心がけています。 

受付担当 

腕章を付ける 

受付・パトロール・アンケート回収 
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一般の方・在校生保護者来校時の受付、それに伴う準備・片づけ等 

マナー向上を呼びかけています 

保護者有志で校内パトロールを実施している 

受け付け・自転車の整備・見回りなど 

多くの方が来校する為、防犯面の心配もあるのでパトロールをしている。授業中に廊下でお話しをさ
れてる方へ教室へ入ってもっと授業をみてもらうように声かけをしたりしています。 

アルミ缶・古紙回収のリサイクルを行っている。 

保護者有志で校内パトロールをしている 

スポーツテストのお手伝い等 

毎回ではありません。ただ、スポーツテストなど、介助や、スタッフが必要と言われた際に、点数の
読み上げや、やり方の見本や、ボール拾いなど、協力させていただきました。 

受付、運営上のお手伝いなど。 

受付、案内、誘導、学校説明等 

マナー向上委員会として、腕章を着けて、周りの保護者に意識してもらう。 

朝の見守りがないので、通学時見守り。 

昨年までは受付などはすべて本部役員が行っていましたが、今年度より学校公開の回数が増えたため
保護者のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱをお願いすることになりました。本部役員はﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの方の振り分けなどサポート的
な立場で1名程度受付をする感じです。 

マナー向上委員会の腕章着用運動 

学校公開にあわせて、古紙回収などのリサイクル活動を行っている。 

受付、駐輪の整理、校内パトロール 

PTA役員としての立場がありますが、保護者として子どもの授業を参観したいので、できれば、現在
土曜日出勤できない区費の職員の半日出勤を可能にして、受付等を行ってもらえるようにしていただ
きたいです。 

学校説明会など 

受付業務・自転車整理・安全巡回 

参観者受付と校内パトロール 

学校公開受付 

イベントの手伝い(予定) 

受付を役員、各委員会持ち回りでやっている。 

PTAで係制度を設けており、保護者に対する受付を担当しています。 

保護者の学校案内 

受付、名札チェック、自転車整理、巡回、傘、下駄箱の監視、アンケート回収 

保護者・来賓の受付を担当している 

強制では無いけれど生徒の帰宅時間がスクールゾーン外なのでその時間に見守りする。スポーツテス
トの計測等のお手伝いを実施。 

•登下校サポート(親父の会)　•校門警備(本部•親父の会)　•保護者受付(本部•一般保護者)" 

当日の受付 

受付業務をPTA本部で行っている。 

受付、地域との交流でのお手伝い 

来校者の受付。学校公開中の防犯見回り。 
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【13】学校公開で地域の方が関わっている内容（自由回答） 
 
授業の参観、顔見知りの子供の様子や先生方を見てまわる。 

地域の方へも公開や、招待。グリーンボランティアとしての参加など。 

地域の方々が、見学に来てくださる 

よく分かりません。 

関わっているかむしれませんが把握していません 

音楽の授業で、地域の伝統芸能であるお囃子を体験して貰う為、地域の方に指導をお願いしている。 

弥生囃子を教えてくれたり、低学年には、昔の遊びを教えてくれている。 

見回りに応援していただいております。 

地域パトロール。交差点で旗を持って立っていてくださる緑のおじさん。 

土曜プランで体力テストをしたときは測定など。マラソン大会の時は警備など。 

地域の方が見にくることもある。 

一年生は地域の方に昔遊びを教わっていた。 

地域の方(おやじの会OB)と現おやじの会が、校門付近でパトロール(おやじの会勧誘のついでに) 

授業の様子を見に来られていると思います 

おやじの会や、地域の方々が見に来てくれています。 

近隣の方の学校訪問。 

そろばんの先生やサッカーのコーチが見学に来ている。 

餅つきの行事のとき。 

通学路の安全確保の為、見回り等をして頂いています。 

地域の警察署の方からお話を伺うセーフティー教室 

来賓 

10月に「薬物乱用防止教室」 

見守り隊 

学校内のパトロール 

もちつきの指導や用具を貸していただく 

年に一度、舟渡ラーメンを子供たちに食べさせていただいています。 

登下校時の子ども達の見守り 

下校時のパトロール 

スクールガードなど。デメリットはなし。 

学校公開に来ていただいたり、セーフティー教室に参加しています。 

子どもたちの通学の安全を見守ってくれています。 

町会の方々、地域の皆様が、校内の児童の様子を観にきてくれます。 

地域の方も授業を見に来てくれたりしています。 

学校公開を見学しての感想や気づきについてアンケートに協力していただいている 

その地域に昔からある踊り（名前を忘れてしまいました）を守っている方々が、生徒に指導している
授業を参観したことがあります。 

年に一度、大学の合唱部を招いて、体育館でスクールコンサートを開催してくださいます。 
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地域の方の参観がある。 

近隣の大学や、地域の方のつてで、専門的な、学習（スポーツ・コーラス）を体験できる機会をもう
けていただいています。 

地域の見守りたいのみなさまに、感謝のお手紙を子どもたちから渡す、など。 

私達、PTAのチカラになって下さり、イベントなど手伝いをしていただいてます。 

昔遊び。 

見学等に参加されているのは知っていますが、具体的にどのような関わりになっているかは、周知し
ておりません。 

見学に来てくださっている方もいるようです。生活科の授業などは近くの花屋さんが来て、植え付け
を教えてくださったりと出前授業をしていました。 

通学路の見守りをしていただいています。 

学校の勉強（授業）以外の事で工作関係（しかし土曜プランで縮小） 

地域の方も見学に来ています。 

登校時の見守り 

イベントの手伝い(予定) 

来賓としてお呼びしています。また、土曜日の場合は平日同様子ども見守り隊の方に集団登校のサ
ポートをしていただいています。 

公開を参観して学校運営連絡協議会を行う。 

来賓としてご招待している。登下校の見守りをしてもらっている 

1、2年生を中心にヤクルトについて担当の方より学んだ。 

体力テストのお手伝い 

パトロール 

協議会を実施。 

ボランティアとして、ビオトープや掲示物の説明など 

地域連携協議会が、学校公開の後で行われるので学校公開で授業を参観して下さっている。 

舟っこ祭りで、舟渡ラーメンを提供してもらっています。 

見学 

 
 
 
【14】学校公開のメリット・デメリット（自由回答） 
 
メリット  デメリット 

学校生活に触れる機会が多くなり、子供の様子が
多少なりともわかる。 

学校公開の回数が増えPTAの仕事が倍以上増えま
した。同じような教科が多く代わり映えがしない
ことも多い 

子どもたちの授業がみられる 
土曜授業プランが毎回学校公開になっているので
行かないと子どもにうるさく言われる 

・普段見られない授業風景をゆっくり見ることが
出来る・授業内容を直接見られる・クラスの雰囲
気や学校の雰囲気がわかる  ・特に思いつかない 
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学校公開が増えることで保護者が教育活動につい
ての理解に繋がり良いと思います。 

高学年で受験勉強をしている子供やスポーツクラ
ブの活動、親子出掛ける機会等の各自の時間は、
減ってしまうかもしれません。 

これから小学校入学を控えている方への公開は大
切と思われる。また、普段の学校の様子を見るこ
とができるので、よいと思う。  セキュリティ面では手薄になる 

授業の様子を参観できて、親にとってはいいと思
う。 

ただ、今行われているように、月一のペースだ
と、少し多いように感じる。 

授業数の増加、学力向上  土日の試合や習い事への影響 

子どもの様子がみれる機会が多くなっていい。先
生方がそれに合わせて発表とか設けてくれるので
成長を感じられる 

 

子供の様子がわかる。子供のお友だちの様子がわ
かる。学校に行く機会が増えると学校や先生へ馴
染みができ、学校への関心も高まる 

 

学校公開が土曜プランで行われているので、PTA
運営委員会や各種委員会を同時に組み込むことが
できるため、委員会活動が行いやすい" 

 

学校での子供たちの様子が、みられるところ  特にないと思います" 

何日間か続けてあるので、じっくり好きなときに
授業を見ることができる。 

公開の時間が長いので子どもたち、集中できるか
な？ 

土曜日プランで学校公開になり、週末しか休みが
ないので、いままでは行かれる事が少なかった
が、行きやすくなった。 

三時間しかないので、子供が多いと、一時間ゆっ
くりはみられい。" 

親は子供の様子がみれる。 

授業内容が親向けになり内容が濃いのができな
い。先生達の指導方法について、親からの指摘を
うけやすくなる。 

普段家では見せない子供の言動を確認出来る。・
先生の授業内容の良し悪しが分かる。・他学年の
授業を見学出来る。・他の保護者と顔を合わせる
機会が増える。 

・親が来られない家庭もあり、子供に寂しい思い
をさせてしまう。" 

日々の授業内容や態度をチェックできる  特になし 

自分の子どもが、学校でどのように過ごしている
のかとか、友達と仲良くできてるのかが、学校公
開があることで見に行けるので良いと想います。 

 

自分の子どもが、学校でどのように過ごしている
のかとか、友達と仲良くできてるのかが、学校公
開があることで見に行けるので良いと想います。 

 

学校での子供達の様子や先生の授業の様子などが
良く分かる 

回数が多い為 子供達も親もあまり参観日という意
識、大切が分からなくなるのでは？と思います。
廊下での私語なんかも多いような気がします。 

普段の子どもの様子が見られることが、良いと感
じる。 

学校公開日がいつも土曜日になっているので、来
られない方もいるのではないでしょうか。 

公開の時間数が多いので先生は大変だと思いま
す。ただ、時間数が多いことで、子供は自分が活
躍できる場(得意科目)でアピールできるし、先生も
作り込みすぎていない自然に近い状態かと思いま
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す。自分の子供のクラス以外や掲示物も見られる
のでいつも楽しみにしています。共働きなので、
土曜日に行われるのが有り難いです。 

クラスの授業の雰囲気の把握が出来る。 
保護者同士の会話等での、子ども達の授業集中へ
の欠如。 

自宅での子供に対する教え方（宿題など）、現在
と親が習った時との違いの確認。子供と同級生と
の関係。 

見せる為の授業をする。普段通りの授業を見た
い。" 

平日仕事の方は、土曜日公開だと、見にきやす
い。 

給食がないから親は昼ごはんを心配しなきゃいけ
ない。" 

子ども達や学校の様子がわかる  子どもは授業に集中できないように思う。 

・地域の方に様子を見てもらえ、入学を考える方
に参考にしてもらえる 

・不特定多数の出入りで、不審者も入れる可能性
もある 

下の子を一緒に連れて行くとすぐ飽きてしまうの
で休憩室を設けてくれると助かる 

 

学校の様子がよくわかってよいです   

学校での生活 覗き、 
子供は集中できないと思う。土曜日一日出かけは
難しい。 " 

父親や働いている母親が子供の様子を見られる
事、 

小さい兄弟を 預けられず連れてきて騒がしくして
いたり走り回っていて生徒が授業に集中できてい
ないです。 

子供の普段の授業の様子を見ることが出来る。子
どもたちの授業態度が観れてよい。学習のしかた
もわかる。  デメリットは特にない。" 

・入学前に、学校の雰囲気を確認できる。・普段
の子供の様子が見られる。  ・受付業務がめんどう 

学校での子供の様子を見ることが出来、保護者の
方と接する事ができる。 

誰でも簡単、気軽に学校に入ることが出来るの
で、防犯面がやや心配。愛キッズもお休みなの
で、学校が終わってからの遊び場が無い。ボール
遊びの出来る公園が近隣に無いため。 

子供達の様子や、授業を見られるのは良いと思い
ます。  不審者が入ってこないかは心配です。 

土日が休日の共働き家族にとっては、子供の授業
プランに出席しやすい。母だけでなく、父の出席
率が上がるのではないか。  野球の練習日が減る。 

子供の様子が見られること。 
親の社交場となることもしばしばなので、親への
念押しも必要。" 

授業の様子や子供たちの授業態度・生活態度を見
ることができるのがいいと思う。 

全部の土曜授業が学校公開になっていると、子供
たちが集中して学習に取り組める時間が確保でき
ているか、やや心配である。 

先生の能力がある程度わかること。 

特にないと思います。ただ、回数が増えると、い
つでも見られるという感覚で保護者の関心が薄れ
る気がする。 

学校での様子がわかり、ありがたいです。  特に感じません。 

子供の授業態度を見ることが出来てクラスの雰囲
気が見れる。 

保護者の雑談が多く、参観している人の意識が低
い。 
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子供の授業の様子がみられる 

土曜授業が毎回学校公開なので、せっかく授業を
していても親が観ていることで子供が授業に集中
出来ているのか疑問 

いろいろな方に来ていただける。   

 

学校公開があるたびに受付の協力要請を学校から
うけます。できるだけ沢山の保護者の方に少しづ
つお時間をいたたいて個人の負担がなるべく少な
くなるように公募しています。が、毎月のことと
なると、名乗り出ていただける方がどんどん減っ
ています。必然的にＰＴＡ役員や各委員さんに負
担がかかります。学校へ行っても自分の子どもの
様子が観られないという状況です。（玄関で全学
年の受付をしていたのをやめて、各教室の前での
受付にする）、（おやじの会にパトロールをお願
いする）など、策をねってますが、<学校公開が
三時間しかなく、兄弟がいるから子どもを見る時
間がなくなる。>＜学校の受付もそうだが、安
全、防犯のそこまで保護者がやる必要があるの
か、＞など、保護者から声があがっています。ま
た、学校へ沢山の方がいらっしゃるので防犯にも
もっと力を入れるべきです。不審者やいかがわし
い事件の多発する昨今、事件事故を未然に防ぐ為
にも月１回の学校公開に警察官による立ち番をお
願いしたい。万が一、何かあったときに保護者
（しかも受付のお母さんたち）では太刀打ちでき
ません。是非、小Ｐ連、教育委員会から管轄の警
察署に要請してほしい。 

学校や学校での子供の様子が観ることができ、子
供とのコミュニケーションにつながる。 

 

たくさんの方に子供たちを見ていただき、子供た
ちも盛り上がれる。やる気も大きくなる。  人の出入りが多くなると警備面が不十分になる。 

保護者側としては学校生活の一部を見ることもで
き、授業の様子も知ることができるのでありがた
いです。 

実際のことはわかりませんが、学校公開に要する
教職員の負担が気にはなります。学校公開を減ら
すことで、教職員が今以上に学校教育へ取り組め
るのであれば、学校公開の頻度を減らすことも一
考かと思います。 

学校公開で、学校の様子を見ることができるのは
良いと思う。 

 

 

学校公開で、通常の授業と変えたりしていること
があるので、その場合は、かえって進度が遅れる
のではないかと思う。 

頻回にあるが、今まで来れなかった保護者の来校
は増えたのでしょうか？せっかく保護者が集まれ
る日なので、町探検、着衣泳やセーフティ教室な
ど人手が必要な授業をしたらどうでしょうか？ 

 

⚫ 風通しが良くなるので、学校側、保護者側双方に
とって良いと思います。⚫ 子供にとっても、家庭と
学校の係わりを身近に感じられるので、話題も増
え、安心感に繋がっていると思います。 
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子供の様子がよくわかる 
習い事などの兼ね合いが難しいお子さんもいらっ
しゃるようなことです。 

学校での様子など子供との会話ができ、子供との
関わりを深める丁度良い機会を持つことができ
る。保護者側からすれば子供の様子を見る機会が
増えて良い 

子供側からすると人の出入りで集中力が途切れ、
授業が成り立たず、時間がもったい印象がある。 

これから入学する子供達を連れてどんな学校か見
にこれる。  特に思い付きません。" 

平日には学校の様子を見に行く機会が作れないよ
うな、お仕事をされているお父様・お母様にとっ
ては、土曜授業プランがあることによって、授業
公開を見に行く機会が出来ていいかもしれませ
ん。 

しかしながら、土曜日に学校公開があることに
よって、学校で抱えている問題点を垣間見ること
はあまり出来ないので、メリットを感じない。ま
た、土曜日にスポーツ競技の習い事の予定を入れ
ている、ご家庭にとっては、“土曜日に授業がある
ことで、土曜日に通っている習い事や、試合や大
会に出られない、などの弊害があって、せっかく
子供が日頃スポーツ競技を一生懸命頑張っている
のに、試合や大会でその力を発揮するチャンスを
奪われている”こともあり、そこまで影響してしま
う土曜授業プランは大きなデメリットであるとし
かいえない。平日に公立の学校で習っていること
以外の、学校では体験出来ないことを習い事で経
験、体験する機会を作っているのに、土曜日に学
校に行かなければならないことが理由でそのチャ
ンスが減らされてしまうことには、大きな不満を
抱えています。これは声を大にして訴えたい部分
です。年間の土曜授業プランの回数を、せめて一
学期に一度ずつなどに減らしてもらえるよう、見
直しを検討していただけるとありがたです。 

子どもたちの様子やクラスの様子など各学期１回
ずつ見られるくらいで良いと思います。 

多いと保護者からの不平不満があがる気がしま
す。 

   

子供の授業態度などを見ることができるので、良
いと思います。  特にありません。 

子供の成長を小まめに見ることが出来る。 
家族で過ごす時間が削られる。お習い事の時間を
変更が生じる。 

 

誰でも入れてしまうと言うことに不安がありま
す。シングルなので、元相方が勝手に来て連れて
行ってしまうのではないか不安になります。 

学校の様子、授業の様子がよくわかる。子供も、
家族が見に来てくれるのを楽しみに準備段階から
頑張っている。 

土曜日は特に参観者（未就学児も）がたくさん来
るので、ざわざわしていて、授業に集中できない
と思う。普段通りの授業風景は見られない。 

上記同文   

子供たちの様子を見に行くことが、在校生たけで
はなく未就学児を含め可能。 

土曜日プランの度に学校公開は多すぎるような気
がします。 

自宅での立ち振る舞いと学校での立ち振る舞いの
違いを確認出来る。 

 

学校の雰囲気や授業内容、子供達の様子が気軽に
見ることができる。 

子供たちが授業に集中できない…父兄の方々の立
ち話があちらこちらから聴こえてる。 
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普段の子供の頑張っている姿が見られる。   

子供の様子がわかること。  なし。 

回数が増えて色々な授業が見れる。父親の都合が
つく 

平日にもやらないと都合がつかない方もいると思
う。地域などに解放するのも必要だと思うけど物
騒な世の中で解放の回数が多いのも警備やパト
ロールなどの負担もかかるかと思います。 

個人的な意見としては土曜授業が増えるのはいい
と思う、給食も出るとなおいい。夏休みも短くて
いい。ただ学校公開の回数は去年の回数で十分だ
と思う。 

 

年八回はよしとしても、すべて公開にしなくても
良いと思います。 

 

新しく入る子供や保護者に学校の様子がわかる。 
見に来ている保護者等が話したりで、授業に集中
できない子供が増える。 

 

誰の為の公開か不明。授業は子供の為のものだと
思うので、地域の人に見せるなら年一回か二回で
十分だと思う。 

未就学児の親などが通学を考える参考にしやす
い。学校にきて、身近に先生を感じられる｡ 

誰でも学校へ入れて危険｡紅梅小学校は、坂が多く
自転車で来てしまう。対応策を考えなければなら
ない｡ 

子供たちの授業の様子が見られる。先生との関係
や友達関係を見られる。  特になし 

ほぼ毎月授業の様子を見るので、児童や先生方の
変化がよくわかります。 

結果的に、年間の公開時間の増減は私は把握して
いませんが、土曜授業での公開が増え、2学期の始
業が伸びた事で、かえってカリキュラムをこなす
のが大変になっている印象があります。 

子供たちの学習状況や授業の様子が分かる。 
新規入学予定の子供たちに学校の雰囲気等を見て
もらえる。 

 
親が参加できなかった場合に、子供にさみしい思
いをさせてしまう。" 

ほぼ毎月学校公開があることで、児童・先生がた
の変化、成長がわかりやすいです。 

土曜日３時間の中で参観するので、少し慌ただし
く感じます。見たい授業をみられないことも多く
なったように思います。" 

学校の様子を見る機会ができる。 
回数が増えたが子供たちが普段通りの活動をしず
らいのでは。また先生方の負担はどうか。 

授業によっては、発表の場を見れる事は、保護者
にとってとても良いと思います 

児童は落ち着いて授業が出来ているのかなと思い
ます。 

学校の様子がわかるのはよい  毎回学校公開にする必要はないように思う。 

普段見れない担任先生の進め方とクラス児童の反
応 

児童の意識過剰が大きい。なので極論すれば学校
側が期間を示しその間であればいつでも見てくだ
さいというスタンスがないと意義が薄れる 

学校公開が多数時間あることで、より自然な学校
生活をみることができるし、保護者が来る時間帯
も分かれるので、混雑しなくてよい。 

慣れてくれば、気にならないかもしれないが、公
開があると必ず行かなければと思ってしまうので
わ、毎月だとやや負担に感じることもある。 

授業内容、態度が見られる。教職員とのかかわ
り。  回数が多いと毎回は行かなくなる。 
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学校や担任の先生との距離が縮まり、学校に協
力、関心を持つ保護者が増えるのではないかと思
う。 

その反面、先生方の学校公開用授業的な準備、負
担も増えるのだろうと思う。また、保護者にとて
も気を遣って普段の授業や表情とは違うと感じ
る。 

お父様がお休みな方が多いので、平日よりも参観
人数が多いような気がしました。また、仕事をさ
れているお母様も多いと思うので、良いと思いま
す。また、校内パトロールも積極的に、お父様が
引き受けて下さいました。  ＰＴＡの仕事が増えたことです。" 

土曜日に開催することで、父親の参加も増えてい
るのでいいと思う。 

現状では、家庭の予定と重なってしまい休む家庭
もあるので、今後、浸透していくといいと思う。 

保護者、地域の方々にとって普段の学校生活の様
子をうかがうことのできる良い機会。子供たちに
とっても親や地域の方々の前で発表したり、頑
張って勉強している姿を見せることのできる良い
機会。  不審者でも容易に入ってこれる点 

幼稚園児や保護者が、小学校の様子を見る事がで
きる 

一般の方の入校があるので、監視体制がきちんと
されてないと不安 

子供たちの様子、先生の授業を見られること。 

毎回学校公開にすることで、落ち着いて授業を受
けることができないのではないかと思います。毎
回、PTAで受付をするのも負担です。 

 

保護者が学校に来ることに子どもたちも緊張感が
なくなり、私語が目立ったり、保護者も廊下での
私語や授業中に携帯が鳴ったり小さな子どもが教
室をうろうろしたりで、授業のじゃまになってい
る。 

未就学児が学校に来やすくなるのは良い。複数校
見たい人にはありがたいと思う。 

 

 
保護者は月一回の頻度では毎回も見に行かないの
では。 

 

公開にすることで、できる授業内容が変わってき
たりするのではないか。学校(担任)には負担でな
いのかなと思う。 

こどものようすが見られる。   

●自分の子供の学校での様子を見ることが出来る。 

●授業中でも、大人同士のおしゃべりがあり、学
習を妨げていると思う。●学校公開のお手伝いの
保護者の負担が多くなった。 

１、学校と触れ合う事が多くできるようになると
思う。 

 

子供たちの様子を知ることができる。  特に浮かびません。" 

 

児童によっては、保護者、地域の方が、参観され
ていると集中出来ない場合も考えられるので、日
数時間数に配慮が必要と思う。 

学校に行く機会が多くなり、保護者どうしの交流
や先生方とのコミュニケーションが取りやすくな
る  特になし 
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今後入学予定のご家庭には学校公開が多いと、見
学できる機会が増えますが、こちらとしては、受
付などの保護者のお手伝いも増えるので、全て公
開授業にすることはないと思います。 

 

学校やクラス、授業の様子が分かる 

保護者の出入りや、廊下での保護者の私語もあ
り、児童が落ち着いて授業を受けられないのでは
ないか。 

学校での子どもたちの様子が見れる。  特になし 

親が学校にいく事により保護者の交流が出来る 
土曜だけの公開だと下の子を連れての参観になる
方が多くなり騒がしくなる気がする 

授業の様子や休み時間の使い方など、こどもたち
の学校での過ごし方が見られる  不審者侵入の不安 

未就学児保護者をはじめ、近隣の方や学校保護者
に学校の雰囲気や授業内容を知ってもらうのにい
い機会  先生方やＰＴＡの負担増加" 

学校自体に緊張感がある状況になること。地域に
見られている意識が高くなる。 

誰でも見学できるので防犯面が気になる。各校防
犯面でどのような対策を考えているのか気にな
る。 

保護者が学校を身近に感じられる。   

子供の様子をみる事が出来、授業の進め方も見れ
るため良い。  デメリットはなし。 

学校公開自体はデメリットは感じない。  （回数が多すぎるのは学校に負担ではないか。） 

特に今のところわかりません。   

普段の授業風景などを見れるので良い。  デメリットは、特になし。 

土曜日なので、仕事をしている人が参加しやす
い。 

3時間授業ではなく、4時間まで授業をして欲し
い。セーフティー教室は授業が終わったあとにや
るので、帰ってしまう保護者が多い。子どもの授
業中だったらもっと参加してもらえると思いま
す。 

公けに公開されているので子供達の本当の普段の
様子はみられない。 

 

天津わかしお学校に関しては、学校側が常にオー
プンにしてくださっているので、現状で満足して
います。 

 

授業の様子を見学できる良い機会になっているこ
とです。 

ふだんの授業風景ではないので、子どもたちが緊
張したり、集中できないのでは？と思います。 

昨年までの学校公開は年２回位だったので一部の
授業しか見学出来なかったのが、主要科目や専科
の授業もいろいろと見られるのが嬉しい。  デメリットはありません。 

毎月子供達の学校での過ごし方が垣間見られてと
てもよいと思います。また、限られた日数の学校
公開でなく、毎月あることによって今まで来校で
きなかった働いているお父さんお母さんもくるこ
とができるようになったと喜びの声を多く聞きま
す。 

その反面、防犯部分での不安は大きくなったよう
に感じます。 
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土曜日に学校公開することで、平日に学校に来ら
れない保護者が子供の様子を見ることができたり
先生方や保護者同士でコミュニケーションも図れ
る点。 

親同士が授業中に廊下などでしゃべるため、うる
さくなり、授業の妨害になりかねない点。" 

普段話すことのない先生の様子や、学校での子供
の様子・友達関係がわかる。 

保護者の教室への出入りや会話で、集中して勉強
ができないのではないか。それが8回に増えて、学
力向上に結びつくか心配。 

子供の様子や親がわかる。  公開時間が長すぎる。1〜2時間でいいのでは？ 

児童の日頃の様子が見られる。普段、会えない保
護者の方に会える。 

来客により、授業に集中できなくなる児童がい
る。" 

地域の方々など、児童の保護者以外の方々が自由
に見学できる制度は、先生方への良い意味でのプ
レッシャーにもなりますし、オープンな学校のイ
メージになるので、とてもいい制度だと思いま
す。 

 

保護者が学校に関心をむける機会になる  特にありません" 

普段学校と関わりのない地域の方々が、学校を覗
く機会があるし、仕事を持つ親御さんも参加しや
すい。 

 

回数が多すぎると、貴重でなくなり、親もおしゃ
べりが多すぎる気がする。 

 

保護者が子供たちの様子を見ることができる。 
保護者が出入りすることで、落ち着いた授業がで
きない。パトロールなどの、警備が負担。 

子供の様子がわかる 
特にないが、土日のみになると平日が都合良い人
が困りそう 

回数が多すぎると、貴重でなくなり、親もおしゃ
べりが多すぎる気がする。 

 

授業の内容や様子をうかがうことができる良い機
会  保護者に見せるための授業になってはいないか" 

子どもの授業態度が見られる。休み時間中の様子
が見られお友だちとの関わりが見られて良い  デメリットは感じていません 

児童の様子や担当教師の様子を垣間見ることがで
きる  なし 

☆平日に参加できない父親の参加が増えた☆沢山子
供の様子が見られる 

★廊下で話し込む保護者がいるため、教室まで聞
こえてしまい授業の妨げになることもある 

子どもたちや、教職員、PTAの様子が見える。入
学予定者には、足を運びやすい（個別訪問だと、
気がひけるから）。我が子の学級のみならず、他
学年の様子も気兼ねなく参観できるので、あと数
年後は、こんな感じに成長するのかなと、先の見
通しもつけることができる。 

我が子だけに夢中になり、ほかの児童の様子を全
く観察しない保護者の場合、図工の授業など、子
どもの手助けしてしまい、本来の参観の意味をな
さない。参観の意識がない保護者の場合、単なる
井戸端会議の場所になってしまい、子どもたちが
授業に集中できない。 

子どもたちの様子や親の様子がよくわかる。  よくわからない" 

子ども達の様子や授業内容を知る事が出来るので
家庭で子どもと学校についてより詳しく話す事が
出来る。  多くの方が来られるので防犯面で不安がある。 
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普段あまり見られない子供たちの様子が間近に感
じ取れる。授業をする先生方にも刺激になるので
は、と思う。 

参観をする父兄がいることで、廊下がざわついた
りして授業に影響があると感じることがある。防
犯、という観点からは不安を感じる。（誰でも出
入りが自由なので） 

子どもたちの様子が良くわかる。気になる事な
ど、担任の先生に相談しやすい。 

我が家も共働きで土曜出勤がある職場だが、父母
が来なくて気にするお子さんを見てから、欠かさ
ず参観するようにしている。毎回都合をつけるの
が大変。 

☆平日に来られない父親の参加が増えた☆授業がた
くさんみられるようになった 

★廊下で話し込む保護者がいるため、教室まで聞
こえ授業の妨げになることもある。★学校公開が
増えると、パトロールの依頼のお便りや準備の手
間も増える" 

20分休を見ていると、先生がいないときの子ども
のようすがわかる。 

 

イジメがあるとの噂も本当に仲間はずれにされて
いる様子がわかり、実感として、自ら確認でき
る。先生の普段の様子も、子ども達の様子も授業
以外のところで出るので、授業中以外の部分を公
開してほしい。 

 

定期的に学校の様子を見れるのがよい 

子供の普段の様子が見れるのはいいと思うが、土
曜公開があると行事に出れない事があるのが困り
ます。通常の授業というより、イベントに近い形
式が強くなり、先生や子どもたちが、ある意味、
落ち着けていないのが気がかりです。たまには、
はっちゃけるのも大切ともおもうのですが。 

子どもたちと先生との意思の疎通力や、やりとり
の様子がある程度わかります。 

 

子どもたちの様子や、先生の様子が見れてよい。  デメリットなし。 

父兄が参観できて情報交換できる。  ナシ 

子どもたちの授業態度か見られる  先生の負担が大きいか 

学校の様子を地域や保護者に公開することは、メ
リットこそあれ、デメリットはないと思う。 

 

親の目があるので、学級崩壊ぎみのクラスがおと
なしくなっている。 

変な人が入り込む危険が増える。土曜日仕事なの
に、子供に来てほしいと言われて困る。年に何回
かなら有給にしますが、土曜日のイベントも多い
ので毎週有給なんてとれません。 

子供の様子が見れて良い。   

子供達の普段の様子や先生方の指導方法などを見
学できる。 

不特定多数の人が出入りするので、受付をしてい
るとはいえ防犯上で少し心配なところがある。" 

学校公開は普段の授業の様子が見たいのですが、
出張授業とか特別講師をよんでとか、普段行って
いない行事をあてる事が多く、そういうのは別の
平日にどんどん行ってほしいが、学校公開日には
普段の授業をみたい。先生がどのように生徒に接
しているのかを確認したい。 

 

週休2日の仕事体制の親にとっては、授業参観の機
会が増え、学校とのかかわりも深くなるので関心

ＰＴＡ役員や保護者としては特にないですが、教
員の仕事時間が増える、近隣の住民にとっては土
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度が高まる、教師や他の保護者との交流が増える
などのメリットは大きい。 

曜日も生徒や保護者が集まる、等についてはデメ
リットとなる部分もあるかと思います。 

メリット無し。地域とのつながりをという面では
よいと思う。 

 

土曜授業プランに合わせて実施している、セーフ
ティー教室、道徳授業などの講演会への参加率を
上げる施策を検討してほしいです。もちろん、単P
独自でも考えます。 

 

ＰＴＡ役員の負担を減らすために、区費職員の臨
時出勤を可能にできないか。（土）は、平日に比
べて保護者の参観率が高くなるので、今後も継続
してほしい。 

 

子どもの普段の学校での姿が見られる。先生との
関わりがもてたり、先生の様子、授業の内容がわ
かる。  不審者の侵入の危険性が増える。 

児童の学校での様子がみられる。先生と児童と関
わり方がみられる  児童も保護者も、授業に集中できない 

以前は平日、土曜、また２日続けて学校公開があ
りました。土曜仕事の方は平日の方が子ども達の
様子が見れてよいと思います。土曜だけ学校公開
だと、平日幼稚園や保育園に通っている小さな子
どもを連れて行かなきゃなので、ゆっくり参観で
きず、残念です。子どもたちの様子が見れて良い 

 

未就学児の学校選択時見学ができる点がメリッ
ト。 

回数が多すぎると授業の進行が遅れるのではとい
う懸念と、子ども達は親の参加を期待している
が、来れない場合に期待外れとなってがっかりさ
せることもあるのではないか。 

子ども達に緊張感がでる。子ども達の普段の様子
や色々な授業が見れるのが良い。規則正しい生活
ができる。保護者と学校の係わり合い・相互理解
が進むように思う 

親・子どもともに慌ただしい。回数が多くなると
ダラダラしてしまいのでは 

学校公開は子どもの学校のなかでの様子がうかが
える。  は特に無し 

他の子どもとの比較をうかがえる。  多いと面倒だ" 

子供の様子が分かりやすい 
仕事で見学に来れない人もいるのは、親が来れな
い子は、かわいそう 

子供のようすがわかるから良い  しょっちゅうやらなくてもよい学期で一回で充分 

授業の様子が見れて良いと思う  デメリットは、無いと思う 

 
授業中に集中出来ない 生徒あり。保護者の私語 
マナが悪い 

 


